
思想、信条を問わず100名の私費留学生を対象に本をプレゼント

私 費 留 学 生 希 望 図 書 支 援
勉強に必要な本を私費留学生のみなさんにプレゼントします！

ブックギフト
募 集 要 項

HP  https://jpa-jodo.or.jp

主催 ● 浄土宗平和協会
Jodo Shu Peace Association

図書授与式

応募期間 9月1日（水）～9月30日（木）
※当日消印有効

2021年

［東 京 会 場］12月12日（日） 午後3時～
（東京都港区芝・浄土宗大本山増上寺大殿）

［京 都 会 場］12月5日（日） 午後2時～
（京都市左京区田中門前町・浄土宗大本山百萬遍知恩寺御影堂）

［名古屋会場］12月19日（日） 午後2時～
（名古屋市東区筒井・浄土宗建中寺本堂）

［宮 城 会 場］12月5日（日） 午後2時～
（仙台市若林区新寺・浄土宗愚鈍院本堂）

［福 岡 会 場］12月12日（日） 午後2時～
（福岡市博多区中呉服町・浄土宗善導寺本堂）



BOOK GIFT

　浄土宗平和協会では日本に在住の私費留学生に書籍提供を行うブック
ギフト事業を行っています。留学生の皆さんは、母国を離れ日々勉学に
励んでいますが、その学習環境は十分整っているとは言えない一面があ
るのではないでしょうか。皆さんの中には、日本国内の物価上昇や母国
との経済的な格差を要因とし、生活費を捻出するために、書籍購入費を
削らねばならない状況がある方がいると聞いています。

　勉学に取り組む上で、書物を読み、その理解を基にして、新たな発想
を生み出していくことは最も大切な方法の一つでありましょう。当会で
は皆さんが必要な書籍を提供し、より一層勉学に励んでいただき、皆さ
んそれぞれの夢を実現していただきたいと思っています。

　古来より僧侶たちは、人々の善意に基づく援助を受け、それぞれの宗
教的実践と共に、経典や書籍を読み、その理解の上に人々や社会の平安
のために行動してきました。

　皆さんにも良好な環境の中で学んでいただき、その知識を基にした自
身の夢の実現、それと共に将来は平和活動、環境保護活動、国際交流活動、
地域福祉活動など幅広い分野で公益のための活動に取り組んでいただき
たいと願っております。ぜひ当会のブックギフト事業にご応募ください。

浄土宗平和協会

私費留学生希望図書支援「ブックギフト」実施要綱

応募資格

1．私費外国人留学生であること。日本国の国費外国人留学生ではないこと（※参照）。
2．留学の在留資格を有すること（※参照）。
3．大学・短期大学・大学院・専修学校に留学していること。但し、各会場以下の地域に所在

する機関に限る。
　宮城会場…宮城県　　　東京会場…東京都　　　名古屋会場…愛知県
　京都会場…近畿２府４県　　福岡会場…福岡県
注意：各会場とも、該当地域にある大学・短期大学・大学院・専修学校で修学する方が対象です。在籍する学
　　　部が該当地域以外にある場合は該当しません。

4．図書授与式、宮城・京都会場：12月５日（日）､東京・福岡会場12月12日（日）、名古屋
会場：12月19日（日）に出席し希望図書を受領できること。
●会　場…宮 城 会 場／仙台市若林区新寺3-12-17  浄土宗愚鈍院本堂  午後２時開会予定
　　　　　東 京 会 場／東京都港区芝公園4-7-35  大本山増上寺大殿  午後３時開会予定
　　　　　名古屋会場／名古屋市東区筒井1-7-57  浄土宗建中寺本堂  午後２時開会予定
　　　　　京 都 会 場／京都市左京区門前田中町103-27  大本山百萬遍知恩寺御影堂  午後２時開会予定
　　　　　福 岡 会 場／福岡市博多区中呉服町6-24  浄土宗善導寺本堂  午後２時開会予定

5．小論文：テーマ「日本を留学先に選んだ理由」を提出すること。
　　（但し、日本語1200字程度で所定の用紙に書いたもの、もしくはワープロソフト等で作成したもの）
6．申し込み用紙に、学生証のコピーを添付できること。

※「外国人留学生」とは、出入国管理及び難民認定法別表第１に定める「留学」という在留資格により、我が国の大学、
大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校（専門課程）において教育を受ける外国人学生をいう。
また「留学」とは、日本の大学、高等専門学校、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）もしくは特別支援学校の
高等部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動をいう。

法然上人

Honen (1133-1212) is the founder 
of the Jodo Shu denomination 
and a monk who brought about a 
major shift in Japanese Buddhism. 
He preached the teaching of 
"Senju Nenbutsu" that "everyone 
can attain rebirth into the Pure 
Land (Jodo) by simply calling 
Amida Buddha’s name(Nenbutsu). 
 Honen's teachings, which can be 
understood by anyone and can 
be practiced by anyone, spread 
Buddhism not only to those in 
authority and intellectuals but 
also to ordinary people.



お問い合せ先

宮 城 会 場：ブックギフト事務局　担当：霜村
　　TEL：090-2312-1227／FAX：0246-21-3193
　　ブックギフト問い合わせ専用：shimoyon5@yahoo.co.jp
東 京 会 場：ブックギフト事務局　担当：霜村
　　TEL：090-2312-1227／FAX：0246-21-3193
　　ブックギフト問い合わせ専用：shimoyon5@yahoo.co.jp
名古屋会場：ブックギフト事務局　担当：深谷
　　TEL：090-1475-4669／FAX：052-603-9886
　　ブックギフト問い合わせ専用：saihouji-f.km@nifty.com
京 都 会 場：ブックギフト事務局　担当：田中
　　TEL：090-9989-9587／FAX：072-643-7528
　　ブックギフト問い合わせ専用：kenshinwasyou@yahoo.co.jp
福 岡 会 場：ブックギフト事務局　担当：佐藤
　　TEL：090-1079-6698／FAX：092-935-1076
　　ブックギフト問い合わせ専用：zimu800@zendoji.jp

結果発表 該当者には10月下旬に、メール等で直接お知らせいたします。

応募期間 2021年９月１日（水）～９月30日（木） ※当日消印有効

申込先
〒622-0003 京都府南丹市園部町新町火打谷５ 教傳寺内

浄土宗平和協会事務センター　ブックギフト係
●必ず郵送でお申し込みください。お申し込みの際には必ず学生証のコピーを添付してください。
●小論文は返却いたしません。必要があれば事前にご自分でコピーをお取りください。また小論文

を機関紙等に掲載させていただくことがあります。

贈呈人数 合計100名 ※ただし、提出された小論文を厳正に審査の上、決定します

希望図書価格
●現在日本国内で発売中の日本の図書に限ります（但し、古本、洋書は不可）。
●税別価格20,000円以内の図書又は税別合計金額20,000円以内で４冊までの図書。
●自身の研究課題と関連する図書であること。研究課題との関連が不明な場合、希望に添えな

い場合があります。

図書授与式

授与式・宮城・京都会場：12月５日（日）、東京・福岡会場：12月12日（日）、名古屋会
場：12月19日（日）に行われる図書授与式には必ずご本人がご出席ください。当日やむを得
ない事情と認められた方以外は、その権利を失う事があります。また代理の方での図書受け取
りもできません。
●図書授与式の際に、学生証を確認させていただきますので必ずお持ちください。
●授与式終了後、当日の感想文をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

浄土宗平和協会事務センター
　　TEL : 0771-62-0442　FAX : 0771-62-1620
　　〒622-0003　京都府南丹市園部町新町火打谷５　教傳寺内
　　メール：info@jpa-jodo.or.jp
　　ホームページ：https://jpa-jodo.or.jp/



Book Scholarship 
for Privately Financed Foreign Students

Sponsored by the Jodo Shu Peace Association

Every year, the Jodo Shu Peace Association (JPA) has been giving books to 
foreign students in Japan who are privately financed. With economic gaps 
among countries, we understand that being a student abroad can be difficult 
while prices in Japan continue to increase. It may also become necessary for 
some students to cut down spending on books in order to save money for basic 
living expenses.

Since we believe that one of the most important things for a student is to read 
books in order to create new ideas, JPA is happy to have the opportunity to 
present the necessary books to students who are eager to learn more to make 
their dreams come true.

From ancient times, Buddhist monks have been receiving support from 
benevolent people to sustain their monk hood. With their support, monks have 
been able to read scriptures and books and practice the Buddha’s teaching daily 
for the good of people and society. 

We wish you this same support for your studies to acquire knowledge in order 
to make your dreams come true. We also hope that you will go on to pursue 
activities in areas for peace, ecology, international exchange, community 
welfare, and other areas for the benefit of the public. We look forward to your 
entry. 

Textbook Support for the Needs of Foreign Students in Japan
making a present of books needed for study to 

100 private foreign students regardless of religious affiliation

[Miyagi]Mr.Simomura
      TEL：090-2312-1227  FAX：0246-21-3193
      E-mail：shimoyon5@yahoo.co.jp

BOOK GIFT

【図書授与式会場地図】

For questions:
[Nagoya]Mrs.Fukaya
      TEL：090-1475-4669  FAX：052-603-9886
      E-mail：saihouji-f.km@nifty.com

[Tokyo]Mr.Simomura
      TEL：090-2312-1227  FAX：0246-21-3193
      E-mail：shimoyon5@yahoo.co.jp

[Kyoto]Mr.Tanaka
      TEL：090-9989-9587  FAX：072-643-7528
      E-mail：kenshinwasyou@yahoo.co.jp

[Fukuoka]Mr.Sato
      TEL： 090-1079-6698  FAX：092-935-1076
      E-mail：zimu800@zendoji.jp




